
      月       火        水        木        金 　  土 　   日
1 2 3

　  やすみ 　  やすみ
午後/ハイハイ赤ちゃんの日

4 5 6 7 8 9 10
　  やすみ 　  やすみ

午後/ハイハイ赤ちゃんの日

11 12子育て講座① 13 14 15 16 17
川西あそびのひろば （足からの健康） 　  やすみ 　  やすみ

午後/ハイハイ赤ちゃんの日

18 19 20 21 22 23 24
　   やすみ    世代間交流 どようびひろば 　  やすみ

 (手作りのじかん) 午後/ハイハイ赤ちゃんの日

25 お誕生日会＆ 26 27 28 子育て講座② 29 30 31
　　　 おはなし会  　 巡回相談日 (メディア時代を生き抜くために) 　  やすみ 　  やすみ

午後/ハイハイ赤ちゃんの日

世代間交流

★現在、3密を避けるため、利用時間・利用組数の制限を行っています。

２交代制：《午前》10:30～12:00  《午後》13:00～15:30  

【毎週金曜日の午後は概ね１才半まで（ヨチヨチ歩き）の赤ちゃん対象です。】

利用組数：各回親子10組まで（先着順/予約不要）

Vｏｌ．140
July 2022

つどいのひろば ぴーかぶー 〒569-1136 高槻市郡家新町6－16 TEL/FAX  072-682-0677 ☟

（ぴーかぶーからの着信時は050-1483-9419と表示されます。）

NPO法人三島子ども文化ステーション URL; httpｓ : //mishimakodomo.ｏｒｇ/

つどいの広場

高槻市地域子育て支援拠点事業

『親と子の足からの健康』

７月１２日(火)10:45～11:45
乳幼児期の足の成長や健康、正しい靴の選び方

などを教えていただきます。フットプリントに

よる足型計測で、お子さんの足の特徴も知るこ

とが出来ます。

☆就学前の親子10組

講師 上級シューフィッター

大持進一さん

子育て講座①

ぴーかぶーつうしん

★利用者さん、ご家族に、咳などの風邪症状がある時はご利用をお控えください。

★ご家族で検温の上、平熱且つ風邪症状がなくても、大人の方はマスク着用をお願いします。

★ひろばに来られたら、石鹸での手洗い、アルコール消毒を念入りにしてください。

★当面の間、ランチは中止させていただきます。

★ひろばの換気はこまめに行い、感染予防対策をしっかりと行います。なお、今後の状況の変化により,

対応を変更することがあります。

手作りのじかん

『季節の生け花』
７月１９日(火)13:00～15:00 

地域の方と交流しながら、ぴーか

ぶースタッフと一緒に手作りを楽

しみます。今回はお花を生けて、

親子で季節を感じましょう。

☆就学前の親子10組

☆材料費:350円

☆教えてくれるひと

岩本典子さん

11日（月）

10:30～11:30

川西あそびのひろば

会場：川西コミュニティセンター

先着10組（予約不要）

おもちゃで遊んだあとに、おはなし

や手遊びを楽しみます。

お絵かきコーナーもありますよ。

三島子ども文化ステーション

ホームページ

ぴーかぶーではお子さんの名札を簡単に手作りで

きるキットを用意しています。お気軽にスタッフ

までお声けください♪ （材料費100円）

※6/20(月)～

要予約

※新型コロナウィルス感染拡大状況により、予定が変更となることがあります。

※6/13(月)～

要予約

7/23（土）はどようびひろばです。

常連さんはもちろん、平日ぴーかぶーに来られない

親子のみなさん、元気な姿を見せにきてくださいね♪

７月の予定
７月のわらべうた
ぽっつんぽつぽつ

あめがふる

ぽっつんぽつぽつ

あめがふる

ざーっとあめがふる



 

 

8/9(火)    10:45～11:45 乳幼児期から親子でわらべうたに親しむことは、自己肯定

 わらべうたで遊ぼう 就学前の親子10組   感や社会性など現代を生き抜く上で必要とされるさまざま

  ※7/11(月)～要予約 講師  ぴーかぶースタッフ 浜田和代 な感覚を養います。わらべうたで楽しく遊びましょう。

8/１８(木)10:45～11:45 赤ちゃんに安心感を与え、パパやママは幸福感を。概ね

ベビーマッサージ の月齢制限を設けていますが、個人差がありますのでお

 ※8/3(水)～要予約 気軽にスタッフまでご相談ください。持ち物：バスタオル

　　　　 8/25(木)  地域の方とも交流しながら、夏祭りを楽しみましょう。

　  夏まつり ①10:30～②11:30～③13:00～④14:00～⑤15:00～ お面に魚釣りなど、小さいお子さんから大きいお子さん

  ※7/25(月)～要予約   就学前の親子各回10組（40分）　 パパやママにも楽しんでもらえるように企画中です♪

　

 

 

　

　

 

子育て講座①

子育て講座②

講師ベビーマッサージインンストラクター松山まり子さん

世代間交流

月のお誕生会とおはなし会

２５日(月)１１時～

７月生まれのおともだち

☆おはなし 樫田ひろみさん

（お誕生月以外のおともだち大歓迎♪）

※生まれ月またはおはなし会鑑賞の乳幼児と保護者10組（要予約）

時間 １０：３０～１１：３０ 予約はいりません。 直接会場におこしください。

※新型コロナウィルス感染拡大状況により、予定が変更となることがあります。

臨床心理士さんが来てくださいます。

お子さんの発達や育児の事など気軽

に相談できます。

おおむね１才半まで（ヨチヨチ歩き）の赤ちゃんと

保護者対象です。情報交換や子育てのあれこれをみ

んなでおしゃべりしています。ねんねの赤ちゃんも

どうぞ。(身長・体重測定もしています。)

お誕生月のお友だちをみんな

でお祝いします。

お誕生会のあとはひろさんの

おはなし会を楽しみましょう！

☆身長体重測定もしています。

２６日（火）
10:30～12:00

巡回相談日

子育て講座②

あそびのひろば

『メディア時代を生き抜くために』
７月２８日(木)10:45～11:45

小さな子どもの暮らしにも、デジタルメディアが浸透しつつあ

る中、気になる目への影響や子どもとメディアとの上手な付き

合い方、今何ができるかを一緒に考えてみませんか？

☆就学前の親子10組

☆講師 ファミリーサポート金の鈴 鮫島孝子さん

第３木曜日

紫町公園
７月～９月はお休み

第４金曜日

真上公民館
７月２２日（金）
８月２６日（金）

９月２３日（金・祝）

毎週金曜日

13:00～15:30

ハイハイ赤ちゃんの日

※６/28(火)～
要予約

８月の予定

第２月曜日

川西コミュニティセンター
７月１１日（月）
８月はお休み
９月１２日（月）

ホホバオイル代

250円

こども本の森 中之島
コロナ禍が少し落ち着いてきた５月下旬、久しぶりにスタッ

フ数名でお出かけしました。目的地は、「こども本の森 中之

島」。世界的建築家安藤忠雄さんが、設計・寄付したこども

図書館です。コンクリート打ちっぱなしの外観と、３階を吹

き抜けにし階段が交差する、図書館のイメージとは大きく異

なる建物。また、子どもたちが自由に本を楽しめる工夫が

いっぱいの館内は、良質な木を使用した大階段や子どもの体

に合わせた机や椅子。子ども扱いしない視点で選ばれた絵本

や、幼年童話、芸術書まで、12のテーマに分類されて壁いっ

ぱいの本棚に並べられています。そこで見つけたお気に入り

の本はどこで読んでもいいのです。階段に腰かけたり、大き

な本棚の中にはめ込まれたベンチに

寝そべって読んでる子もいました。外の芝生に持って行っても

いいのです。

この閲覧場所を固定しないことが、子どもたちに多様な本を手

に取ってもらいやすく、好奇心や想像力を育むのによいのだそ

う。私はきれいなお花がいっぱいの「イギリス野の花図鑑」と、

「森のいのち」という写真集がとっても気に入り、帰ってすぐ

購入しました。眺めながら木の温もりと陽の光、本の香りを思

い出してほっこりしているこの頃です。コロナ禍真っ最中に

オープンし、入館は予約制１時間半の制限があり、あっという

間に時間が過ぎました。本好きな人もそうでない人も、とって

も気持ちのいい本の森を体験してみませんか。

スタッフ 浜田和代
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一時預かり こりすのへや
０歳〜就学前を対象に一時預かりをして

います。

月曜日〜金曜日 10:00～16:00    

1時間600円

「どうぞのおいす」窓口または電話申し込み

（２か月前〜２日前）

※ご利用前に事前登録をお願いします。

ぴーかぶーでも登録できます。

つどいの広場 どうぞのおいす

一時預かり こりすのへや

住所：高槻市清福寺町１３－６

TEL・FAX：０７２－６８５－２２２４

概ね４ヶ月～８ヶ月程度の赤ちゃん

親子10組

三島子ども文化

ステーション

Instagramは

こちら⇒


